
経営者保険 相続基礎
新時代の決算対策実践講座(1) 相続関係の民法改正(1)

新時代の決算対策実践講座(2) 相続関係の民法改正(2)

新時代の決算対策実践講座(3) 相続関係の民法改正(3)

新時代の決算対策実践講座(4) 相続関係の民法改正(4)

新時代の決算対策実践講座(5) 相続関係の民法改正(5)

新時代の決算対策実践講座(6) 相続関係の民法改正(6)

新時代の決算対策実践講座(7) 相続関係の民法改正(7)

新時代の決算対策実践講座(８) 相続関係の民法改正(8)

法人保険税務のポイント(1) 相続関係の民法改正(9)

法人保険税務のポイント(2) 小規模宅地の特例の平成30年度税制改正点(自宅の土地編)

法人保険税務のポイント(3) 貸付不動産の土地に対する小規模宅地の特例

法人保険税務のポイント(4) 小規模宅地の特例～貸付事業用宅地等の特例の平成30年度税制改正について～

法人保険税務のポイント(5) 相続税計算の実践 相続税の2割加算

法人保険税務のポイント(6) 基礎から学ぶ相続税計算①

法人契約による一時払い終身保険(1) 基礎から学ぶ相続税計算②

法人契約による一時払い終身保険(2) 基礎から学ぶ相続税計算③

法人契約による一時払い終身保険(3) 基礎から学ぶ相続税計算④

法人契約による一時払い終身保険(4) 小規模宅地の評価の特例①

法人契約による一時払い終身保険(5) 小規模宅地の特例(貸付不動産)①

一時払終身保険の名義変更プラン(1) 小規模宅地の特例(貸付不動産)②

一時払終身保険の名義変更プラン(2) 小規模宅地の特例（別居持ち家あり）①

一時払終身保険の名義変更プラン(3) 小規模宅地の特例（別居持ち家あり）②

一時払終身保険の名義変更プラン(4) 小規模宅地の特例（別居持ち家なし）①

一時払終身保険の名義変更プラン(5) 小規模宅地の特例（別居持ち家なし）②

小規模企業共済① 中小企業経営者に与えるメリット 相続税の控除①(配偶者控除)

小規模企業共済② 生命保険提案への活用方法 相続税の控除②(贈与税控除)

経営セーフティ共済① 相続税の控除③(相次相続控除)

経営セーフティ共済② 相続税の控除④(外国控除、未成年控除、障害者控除)

決算対策のセオリー①　「社長の立場で決算対策を考えてみましょう！」 広い土地を保有する地主さんへの優遇税制①

決算対策のセオリー②「社長が決算対策で最初に考えることとは？」 広い土地を保有する地主さんへの優遇税制②

決算対策のセオリー③「保険にも関連する、最も手軽な決算対策とは？」 広い土地を保有する地主さんへの優遇税制③

決算対策のセオリー④「法人税基本通達２－２－１４とは？」 相続時精算課税制度①

決算対策のセオリー⑤「決算対策でよくミスが起こるパターンとは？」 相続時精算課税制度②

決算対策のセオリー⑥「決算対策で生命保険が登場する場面とは？」 相続発生後に必要な手続き①

決算対策のセオリー⑦「競合商品と比較した、生命保険のメリットとは？」 相続発生後に必要な手続き②

決算対策のセオリー⑧「生命保険が最後に選ばれる理由とは？」 土地の評価①

金庫株編①　「金庫株対策に生命保険が有効な理由」 土地の評価②

金庫株編②　「相続後限定！　金庫株のメリットとは」 公正証書遺言の作成手続き(1)

金庫株編③　「必修！　法人からの資金移転方法とは」 公正証書遺言の作成手続き(2)

金庫株編④　「超重要！　資金移転時の税金とは」 広い土地を保有している地主さんへの優遇税制

金庫株編⑤　「金庫株が優良企業で活用される理由」 財産の評価～一般家庭に見る財産の評価とは？～

金庫株編⑥　「老舗企業への生命保険提案事例」 生前贈与の活用?～名義預金の恐怖～

金庫株編⑦　「法人への保険金で相続税を支払う方法」 生前贈与の活用?～未成年への贈与の判断～

金庫株編⑧　「死亡退職金準備のための生命保険とは」 一次相続と二次相続について

金庫株編⑨「金庫株対策のための生命保険とは」 相続税の計算　～家族全体で負担する相続税の計算方法～

金庫株編➉「金庫株対策に有効な終身保険とは？」 相続財産～相続税の対象になる財産とは？～

金庫株編⑪「金庫株対策にはドル建て終身が有効！」 相続時の不動産の評価～自宅の価値はいくらなのか？～

生命保険提案につながる「決算書講座」① 相続時の金融資産の評価～相続税計算における上場株の評価方法とは？～

生命保険提案につながる「決算書講座」② いろいろな財産の相続税評価～相続時の家財や車の評価方法～

生命保険提案につながる「決算書講座」③ 生前贈与の基本（暦年贈与)

生命保険提案につながる「決算書講座」④ 保険料贈与プラン

生命保険提案につながる「決算書講座」⑤ 小規模宅地の特例（配偶者）

生命保険提案につながる「決算書講座」⑥ 連年贈与の注意点～適切な対応とは？

生命保険提案につながる「決算書講座」⑦ 連年贈与の注意点～保険料贈与

変額定期保険 (1)「提案時にクリアすべき最大の課題とは」 小規模宅地の特例(同居親族)

変額定期保険 (2)「死亡保険金の資金使途　３つのパターン」 相続税の計算～最も簡単な相続税の計算例～

変額定期保険 (3)「必修！　死亡保険金３パターンの課税関係」 同時相続の事例

変額定期保険 (4)「どうする？変額定期保険の ”出口”対応」 相続発生後に必要な手続き

変額定期保険 (5)「社長勇退時の出口　５パターン 」 相続対策のための養子縁組

変額定期保険 (6)「解約返戻金が減っていたらどうするの？」 へそくりの事例（事例編）

変額定期保険 (7)「名義変更は誰に？　その判断基準とは」 へそくりの事例（解説編）

変額定期保険 (8)「そもそも相続対策なのに定期保険でよいのか？」 タワーマンション投資の仕組み

事業承継 タワーマンションの節税失敗例

イメージで理解する事業承継税制の特例  第1回 事業承継とは 住宅ローンと団信

イメージで理解する事業承継税制の特例  第2回「事業承継税制の特例の概要」 不動産の相続税評価と時価

イメージで理解する事業承継税制の特例  第3回 事業承継税制の適用条件 養子縁組の手続き

イメージで理解する事業承継税制の特例  第4回 現経営者の要件とは マンション課税の見直し～Ｈ29年度税制改正大綱

イメージで理解する事業承継税制の特例  第5回 後継者の要件 (前編) H29年税制改正大綱～NISA口座

イメージで理解する  事業承継税制の特例  第6回「後継者の要件 (後編)」 国外財産を保有されている方へ

イメージで理解する事業承継税制の特例  第7回 会社の要件とは 相続実践
イメージで理解する事業承継税制の特例  第8回 資産管理会社とは 生命保険提案に活かす配偶者居住権(1)

イメージで理解する事業承継税制の特例  第9回　会社のそのあと要件 生命保険提案に活かす配偶者居住権(2)

未上場会社株式の評価方法①「評価の概要について」 生命保険提案に活かす配偶者居住権(3)

未上場会社株式の評価方法②「純資産価額方式とは？」 相続のプロになるための 不動産の基礎知識(1)

未上場会社株式の評価方法③「含み益がある場合の評価とは？」 相続のプロになるための 不動産の基礎知識(2)



未上場会社株式の評価方法④「類似業種比準価額方式とは？」 相続のプロになるための 不動産の基礎知識(3)

未上場会社株式の評価方法⑤  「株式保有特定会社とは？」 不動産管理会社への生命保険提案(1)

事業承継コンサルタント養成講座①  「本講座を受講するメリットとは？」 不動産管理会社への生命保険提案(2)

事業承継コンサルタント養成講座②  「食品メーカーへの同行訪問事例」 不動産管理会社への生命保険提案(3)

事業承継コンサルタント養成講座③  「生命保険に加入しておくべき理由」 不動産管理会社への生命保険提案(4)

事業承継コンサルタント養成講座④  「保険金はどうやって活かされるのか」 不動産管理会社への生命保険提案(5)

事業承継コンサルタント養成講座⑤  「オーナー社長の家族のリスクとは」 不動産管理会社への生命保険提案(6)

事業承継コンサルタント養成講座⑥  「経営者保険３つの提案ポイント」 地主さんと話すための”借地権と底地”の基礎知識(1)

事業承継コンサルタント養成講座⑦「後継者不在のオーナー社長からの相談事例」 地主さんと話すための”借地権と底地”の基礎知識(2)

事業承継コンサルタント養成講座⑧「後継者不在のオーナー社長を救ったアドバイスとは」 地主さんと話すための”借地権と底地”の基礎知識(3)

事業承継コンサルタント養成講座⑨「 M&Aの提案は保険セールスに効果があるのか？」 死亡保険金非課税枠の計算方法

事業承継コンサルタント養成講座⑩「後継者不在の社長への保険提案方法とは？」 負債がある方の相続時の注意点

日本の財政と税金 相続放棄の注意点①

法人税の実効税率の意味とは 相続放棄の注意点②

金庫株とはなにか 相続放棄の注意点③

遺産分割 相続セミナー講師養成講座①「相続マーケットをお勧めする理由」

自筆証書は危険がいっぱい 相続セミナー講師養成講座②「セミナー参加者の見極め方法とは？」

自筆証書は危険がいっぱい２ 相続セミナー講師養成講座③「相談率の高いテーマとは？」

思いもかけない相続人① 相続セミナー講師養成講座④「小規模宅地の特例の伝え方」

思いもかけない相続人② 相続セミナー講師養成講座⑤「小規模宅地の特例の個別相談事例」

特別受益の考え方① 相続セミナー講師養成講座⑥「個別相談に繋げる生前贈与のポイント」

特別受益の考え方② 相続セミナー講師養成講座⑦「生前贈与の個別相談事例」

寄与分の事例① 相続セミナー講師養成講座⑧「遺産分割対策としての生命保険」

寄与分の事例②〜介護した人は財産を多く相続出来るのか？事例後編〜 相続セミナー講師養成講座⑨「セミナー集客方法と売上目標の設定」

寄与分の事例③〜寄与分がある場合の遺産分割の計算方法とは？〜 相続セミナー講師養成講座⑩「セミナー講師の心構え」

自筆証書遺言を貸金庫にしまってはいけない 相続対策と生命保険①　「相続対策に生命保険は効果がないのか？」

自宅の名義大丈夫？ 相続対策と生命保険②　「富裕層家庭における生命保険の効果」

遺留分対策・相続対策を一度でできる生命保険 相続対策と生命保険③　「優良企業オーナーへの生命保険提案」

超高齢化社会 他人事ではない遺産分割協議と成年後見 相続対策と生命保険④　「資産家の相続対策の思考とは？」

自宅売却という悲劇を防ぐ遺言書と保険金 相続対策と生命保険⑤　「生命保険を使った評価対策？」

内縁の妻を守るためにできること 相続対策と生命保険⑥　「不動産オーナーへの保険提案手法」

先祖代々守ってきた土地を何としても直系に引き継ぐ方法 相続案件発掘力養成講座①

姻族関係終了届とは 相続案件発掘力養成講座②

自宅を売却した代金を相続させたい場合の遺言の書き方 相続案件発掘力養成講座③

親亡きあと、障害をもつ子を守る遺言信託 相続案件発掘力養成講座④

借金の肩代わりをしてあげたい子がいる場合 相続案件発掘力養成講座⑤

遺言書には、実はテクニックが必要 生命保険活用講座①「非課税枠の活用」

遺留分減殺請求されても争わないで解決できる 生命保険活用講座②「保険料贈与プラン」

見落としがちな「有料老人ホームの入居一時金返還請求権(修正版) 生命保険活用講座③「代償交付金制度」

遺産分割の基礎～あなたの遺言書、大丈夫ですか？～ 生命保険活用講座④「遺言書と生命保険に関する事例」

法定相続人～誰が相続人になるの？～ 生命保険活用講座⑤「死亡退職金」

法定相続分と遺言書～遺産分割でどの位の財産をもらえるの？～ 生命保険活用講座⑥「修繕積立金と生命保険」

遺言書の落とし穴 生命保険は遺産分割の対象？①　「生命保険金はどこまでも受取人固有の財産なのか？」

遺言書クイズ 生命保険金は遺産分割の対象？②　「なぜ保険金受取のトラブルは起こるのか？」

遺言書の基本情報 生命保険金は遺産分割の対象？③　「裁判の事例からわかることとは？」

自宅の相続事例　一般家庭にも生命保険が必要な理由とは

遺産分割の方法 ビルオーナーの個別相談における生命保険活用アドバイス

普通様式の遺言書〜遺言書の3つのパターン〜 富裕層の奥様に喜ばれる超簡単な生命保険提案方法

代償分割の利用法 相続税がかかる人の割合

労務助成金 保険料贈与プラン 押さえておきたい3つのポイント

36協定 保険料贈与の単価を上げる限界税率とは

経営者の悩み

長期間残業リスク～健康障害リスク

長時間残業リスク～会社が講じるべき措置

労基署の主な指摘事項

労働基準監督署の主な調査種類

労働相談件数

労働紛争内容

助成金の全体像

キャリアアップ助成金

職場支援定着助成金

特定求職者雇用開発助成金


